
睦沢町　全体会計 【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,107,420,122   固定負債 3,992,813,545

    有形固定資産 11,860,586,985     地方債 2,902,435,515

      事業用資産 5,988,915,663     長期未払金 -

        土地 1,376,674,515     退職手当引当金 1,087,301,335

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,562,579,961     その他 3,076,695

        建物減価償却累計額 -4,459,974,503   流動負債 360,111,188

        工作物 671,026,700     １年内償還予定地方債 288,072,964

        工作物減価償却累計額 -182,851,010     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 50,217,438

        航空機 -     預り金 19,228,012

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,592,774

        その他 - 負債合計 4,352,924,733

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 14,280,143,503

      インフラ資産 5,729,318,587   余剰分（不足分） -3,962,082,914

        土地 56,940,289

        建物 359,247,290

        建物減価償却累計額 -206,546,203

        工作物 11,979,546,665

        工作物減価償却累計額 -6,459,869,454

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 408,774,363

      物品減価償却累計額 -266,421,628

    無形固定資産 23,077,102

      ソフトウェア 23,077,062

      その他 40

    投資その他の資産 1,223,756,035

      投資及び出資金 500,104,000

        有価証券 -

        出資金 500,104,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 82,261,603

      長期貸付金 -

      基金 647,933,064

        減債基金 60,823,725

        その他 587,109,339

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,542,632

  流動資産 1,563,565,200

    現金預金 277,294,043

    未収金 95,866,388

    短期貸付金 -

    基金 1,172,723,381

      財政調整基金 1,172,723,381

      減債基金 -

    棚卸資産 17,681,388

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 10,318,060,589

資産合計 14,670,985,322 負債及び純資産合計 14,670,985,322

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



睦沢町　全体会計 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,798,986,398

    その他 -

  臨時利益 24,747,383

    資産売却益 24,747,383

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,823,733,781

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 220,952,939

    使用料及び手数料 131,443,098

    その他 89,509,841

      社会保障給付 266,433,400

      他会計への繰出金 -

      その他 28,855,445

        その他 30,292,425

    移転費用 2,812,070,593

      補助金等 2,516,781,748

      その他の業務費用 71,473,412

        支払利息 34,638,355

        徴収不能引当金繰入額 6,542,632

        維持補修費 14,789,520

        減価償却費 532,490,716

        その他 -

        その他 241,743,289

      物件費等 1,365,374,313

        物件費 818,094,077

        職員給与費 503,807,675

        賞与等引当金繰入額 50,217,438

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,044,686,720

    業務費用 2,232,616,127

      人件費 795,768,402

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



睦沢町　全体会計 【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 10,229,038,978 14,125,288,832 -3,896,249,854

  純行政コスト（△） -4,798,986,398 -4,798,986,398

  財源 4,886,784,151 4,886,784,151

    税収等 3,608,469,898 3,608,469,898

    国県等補助金 1,278,314,253 1,278,314,253

  本年度差額 87,797,753 87,797,753

  固定資産等の変動（内部変動） 153,630,813 -153,630,813

    有形固定資産等の増加 501,503,573 -501,503,573

    有形固定資産等の減少 -545,556,261 545,556,261

    貸付金・基金等の増加 372,559,136 -372,559,136

    貸付金・基金等の減少 -174,875,635 174,875,635

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,223,858 1,223,858

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 89,021,611 154,854,671 -65,833,060

本年度末純資産残高 10,318,060,589 14,280,143,503 -3,962,082,914

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



睦沢町　全体会計 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 17,357,727

本年度歳計外現金増減額 1,870,285

本年度末歳計外現金残高 19,228,012

本年度末現金預金残高 277,294,043

    その他の収入 -

財務活動収支 -29,219,321

本年度資金収支額 -53,076,609

前年度末資金残高 311,142,640

本年度末資金残高 258,066,031

  財務活動支出 280,219,321

    地方債償還支出 280,219,321

    その他の支出 -

  財務活動収入 251,000,000

    地方債発行収入 251,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 62,311,708

    その他の収入 -

投資活動収支 -602,605,002

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 178,869,941

    国県等補助金収入 37,087,233

    基金取崩収入 79,471,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 781,474,943

    公共施設等整備費支出 504,096,347

    基金積立金支出 271,244,596

    投資及び出資金支出 6,134,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 578,747,714

  業務収入 5,116,014,834

    税収等収入 3,606,810,896

    国県等補助金収入 1,292,462,020

    使用料及び手数料収入 131,500,513

    その他の収入 85,241,405

    移転費用支出 2,845,062,031

      補助金等支出 2,549,773,186

      社会保障給付支出 266,433,400

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 28,855,445

    業務費用支出 1,692,205,089

      人件費支出 795,455,078

      物件費等支出 832,883,597

      支払利息支出 34,638,355

      その他の支出 29,228,059

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,537,267,120


